
 
 
 
 

「建設業に対する死亡労働災害多発警報」を緊急発令 

期間 平成２３年１１月２４日～平成２３年１２月１４日 

 
 
 

会津労働基準監督署（署長 泉川
いずみかわ

 茂
しげる

）は、平成２３年において、会津労働

基準監督署管内における死亡労働災害が５件発生し、最近の死亡労働災害の最も

多かった平成２０年の６件に迫るものとなっていること、特に、建設業で、１１

月に入ってから、６日及び１８日と１か月に２件も発生している状況を鑑み、平

成２３年１１月２４日から平成２３年１２月１４日までの間、「建設業に対する

死亡災害多発警報」を緊急発令し、建設業者に対して労働災害防止対策の一層の

徹底を図ってもらうこととしました。  

その内容は、別添１のとおりとなっております。  

また、別添３の発注機関及び建設業団体に対しまして、別添２のとおり要請文

書を送付し、労働災害防止の協力を求めることとしています。  

会津労働基準監督署発表  
平成２３年１１月２２日（火） 

 
 担  

当  
会津労働基準監督署  
第二方面主任監督官  八代  茂樹  
電話 0242－22－6494 



別　添　１

会津労働基準監督署

　会津労働基準監督署管内におきましては、平成２３年１月１日から同年１１月１８日までに死亡労働災害が５
件発生し、最近の死亡労働災害の最も多かった平成２０年の６件に迫るものとなっています。
　特に、建設業で、１１月に入ってから、６日及び１８日と１か月に２件も発生している状況にあります。
　このため、平成２３年１１月２４日から平成２３年１２月１４日までの間、「建設業における死亡労働災害
多発警報」を緊急発令しました。
　建設業者の皆様におかれましては、特に下記の事項の対策を図っていただくことにより、労働災害防止対策の
より一層の徹底を図っていただきますようお願い申し上げます。
　なお、発令期間後は、年末年始無災害運動期間となりますので、引き続き労働災害防止対策を図っていただき
ますようお願い申し上げます。

１．特に対策を取り組むべき事項
 (1)　墜落防止対策の徹底
　　①　足場の組立・解体時及び作業時における安全帯の使用（２本掛けが望ましい）
　　②　一定の高さへ昇降及び一定の高さで作業する場合の昇降装置及び作業床の設置
 (2)　潜水作業等特殊な作業を行う際の労働安全衛生法令の確認及びその遵守
 (3)　蜂刺され防止のための作業場所の事前確認及び蜂を刺激しない服装の着用
 (4)　一酸化炭素中毒防止のための作業者以外の立入禁止措置及び立入前の酸素濃度測定の実施

２．死亡災害の推移（平成１３年～平成２３年１１月１８日現在）

３．平成２３年死亡災害概要（１１月１８日現在）

性別 年齢 職種

1
１月２９日
（下郷町）

建築工事業 男性 ６２歳 作業員

有害物等
との接触

危険物・
有害物等

　公衆トイレ新築工事現場において、ピット内部のコンク
リート養生のために練炭を使用していたところ、ピット内
に立ち入った労働者が一酸化炭素中毒に罹患した。

2
２月７日

（柳津町）
建築工事業 男性 ５２歳 作業員

墜落、転落

仮設物・
建築物・
構築物等

　発電所屋外に設置されたクレーンの作業小屋の屋根の修
繕工事において、屋根上で仮設の雪除けを作っている作業
中に、屋根から約１６ｍ下の川に墜落した。

3
９月１２日

（会津坂下町）
土木工事業 男性 ４５歳 技術者

墜落、転落

仮設物・
建築物・
構築物等

　復旧治山（谷止工）工事において、設置した型枠の上で
工事写真を撮影しようとして、バランスを崩して墜落し、
さん木に腹部を打ちつけた。

4
１１月６日
（金山町）

土木工事業 男性 ３６歳 潜水士

おぼれ

その他の
装置・設備

　豪雨災害により土砂が堆積した発電所内の土砂を浚渫す
る工事において、発電所の放水口付近の土砂を潜水作業で
浚渫する作業中に、何らかの原因で呼吸用マスクが外れて
溺れた。

5
１１月１８日
（柳津町）

土木工事業 男性 ３１歳 塗装工

墜落、転落

仮設物・
建築物・
構築物等

　橋梁の塗装工事において、塗装作業で使用したつり足場
の解体作業中に、バランスを崩してつり足場から約１５ｍ
下の川に墜落した。

災害発生状況番号
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「建設業に対する死亡労働災害多発警報」緊急発令

（期間 平成２３年１１月２４日～平成２３年１２月１４日）



別 添 ２ 

会津基署発第１７６号 
平成２３年１１月２２日 

 
別添３の発注機関の長 殿 
 

会津労働基準監督署長 
 
 
 

「建設業に対する死亡労働災害多発警報」の緊急発令について（要請） 

 
 
 
 建設業における労働災害防止対策につきましては、平素から格段の御理解、御協力を賜

り厚く御礼申し上げます。 

 さて、会津労働基準監督署管内におきましては、死亡労働災害件数が昨年は３件でした

が、今年は既に５件発生しております。 
 これは、最近の死亡労働災害の最も多かった平成２０年の６件に迫るものとなっていま

す。 
特に、建設業で、１１月に入ってから、６日及び１８日と１か月に２件も発生している

状況にあります。 
このため、会津労働基準監督署では、年末の災害が多発する時期を控え、平成２３年１

１月２４日から平成２３年１２月１４日までの間、「建設業における死亡労働災害多発警報」

を緊急発令し、労働災害防止対策を徹底してもらうことにより、死亡労働災害の防止をお

願いすることにしました。 
つきましては、建設工事の受注業者に対しまして、別添リーフレットを配布していただ

くこと等により、建設工事現場における労働災害防止対策のより一層の徹底を図っていた

だきますよう御協力をお願い申し上げます。 
なお、リーフレットが不足される場合は、コピーして配布していただきますようお願い

申し上げます。 



番号 発 注 機 関 ・ 団 体 名 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号 備 考

1
国土交通省東北地方整備局郡山国道
事務所

963-0111 郡山市安積町荒井字丈部内２８－１ 024-946-0333

2
国土交通省北陸地方整備局阿賀川河
川事務所

965-8567 会津若松市表町２－７０ 0242-26-6441

3 福島県会津若松建設事務所 965-8501 会津若松市追手町７－５ 0242-29-5408

4 福島県宮下土木事務所 969-7511 大沼郡三島町宮下字水尻１１０８ 0241-52-2311

5 福島県南会津建設事務所 967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲４２７７－１ 0241-62-5321

6 福島県山口土木事務所 967-0611 南会津郡南会津町山口字村上８４２ 0241-72-2234

7 福島県会津農林事務所 965-8501 会津若松市追手町７－５ 0242-29-5369

8 福島県南会津農林事務所 967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲４２７７－１ 0241-62-5252

9 会津若松市役所 965-8601 会津若松市東栄町３－４６

10 磐梯町役場 969-3392 耶麻郡磐梯町磐梯字中ノ橋１８５５

11 猪苗代町役場 969-3192 耶麻郡猪苗代町字城南１００

12 会津坂下町役場 969-6592 河沼郡会津坂下町字市中三番甲３６６２

13 湯川村役場 969-3593 河沼郡湯川村笈川字長瀞甲８７５－５

14 柳津町役場 969-7201 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４ 0241-42-2112

15 会津美里町役場 969-6292 大沼郡会津美里町字宮北３１６３

要請文書送付対象発注機関及び建設業団体一覧表
別

　
添

　
３



番号 発 注 機 関 ・ 団 体 名 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号 備 考

要請文書送付対象発注機関及び建設業団体一覧表

16 三島町役場 969-7511 大沼郡三島町大字宮下字宮下３５０ 0241-48-5511　

17 金山町役場 968-0011 大沼郡金山町大字川口字谷地３９３ 0241-54-5111

18 昭和村役場 968-0103 大沼郡昭和村大字下中津川字中島６５２ 0241-57-2111

19 南会津町役場 967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲３５３１－１ 0241-62-6100

20 下郷町役場 969-5345 南会津郡下郷町塩生字大石１０００

21 只見町役場 968-0498 南会津郡只見町大字只見字雨堤１０３９ 0241-82-5050

22 檜枝岐村役場 967-0525 南会津郡檜枝岐村字下ノ原８８０ 0241-75-2311

23 東京電力株式会社猪苗代電力所 965-0023 会津若松市蚕養町１０－１ 0242-22-4611

24 東北電力株式会社会津若松支社 965-0872 福島県会津若松市東栄町３－３８ 0242-29-0746

25 電源開発株式会社東日本支店 350-1170 埼玉県川越市むさし野３７－７７ 049-246-9711

26
東日本旅客鉄道株式会社郡山土木技
術センター

963-8003 郡山市燧田１９５ 024-934-9010

27 社団法人福島県建設業協会 960-8061 福島市五月町４－２５　福島県建設センター３階 024-522-2266

28 建設業労働災害防止協会福島県支部 960-8061 福島市五月町４－２５　福島県建設センター３階 024-522-2266

29 福島県解体工事協同組合 971-8141
いわき市鹿島町熊走字小神山６３－１　いわき
ビジネスセンター１階

0246-28-2400

30 福島県塗装協会 960-8131 福島市北五老内町７−２９ 024-528-7776 
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